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【研究の背景】 
人工呼吸器関連肺炎（以下、VAP）は、気管内挿管による人工呼吸開始 48時間以降に新た
に発症する肺炎と定義され、カフ上部に貯留した口腔内細菌を含む分泌物が気管内へ流入す

ることが大きな原因と考えられている。本邦における VAP の発症割合は 5～7％と報告され
る一方、チョウライ病院（ベトナム、ホーチミン市）の ICUでは 36.8％と非常に高く、これ
は正しい口腔ケアが行われていないことが原因の一つとも推測される。口腔ケアにより口腔

内細菌を有意に減少させ、ICU における VAP の発生割合を有意に減少させたという報告も
あり[Intensive Care Med, 2006]、口腔ケアに関する医療スタッフの知識および技術の向上が
非常に重要な因子となる。 
 
【対象と方法】 
医学的根拠に基づいた口腔ケアプロトコールを作成し、ベトナムチョウライ病院 ICU の看
護師に対して口腔ケア教育を行い、その習熟度を評価することを目的とし、以下の流れで研

究を遂行する。 
 
①口腔ケアプロトコールの作成 
文献や専門家の意見をもとにプロトコールを作成する。より重要視するべき評価項目に関し

ては、Delphi法により抽出する。 
②事前評価（2018年 5月） 
現地を訪問し、口腔ケアの現状を直接確認する。口腔ケアに携わる看護師に対して、口腔ケ

ア教育を行う前の段階としてどの程度口腔ケアができているか口腔ケアプロトコールを用い

て事前評価する。 
③口腔ケアプロトコールの再評価 
事前評価をもとに現地の環境因子を考慮して問題点を抽出し、プロトコールの再評価を行う。 
④口腔ケア教育（2018年 6月） 
チョウライ病院 ICU において口腔ケアに携わる看護師約 40 名を対象とし、われわれが作
成した口腔ケアプロトコールを使用して口腔ケア教育を行う。看護師は 4 グループで構成さ
れているため、口腔ケア教育は 1日 1グループに対して、計 4日間かけて全てのグループに
口腔ケアに関する講義と実技指導を行う。 
⑤習熟度の評価（2018年 8月） 
現地を訪問し、口腔ケアプロトコールに沿って行われているか、その習熟度を評価する。 

 
【本研究の臨床的意義】 
	 口腔ケア技術が病院内に普及することにより、チョウライ病院の VAP発症割合を有意に低
下させ、死亡率の低下、医療費の削減が期待される。これまで口腔ケアは先進国を中心に発

展してきた経緯があるが、本研究を契機に、ベトナム国内の他の病院や、他の国でも国際展

開することも可能となり、世界的な健康問題や健康格差の是正に貢献できる。 
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Abstract: 
Statements of the problem 
Ventilator-associated pneumonia (VAP) is an iatrogenic pulmonary infection that develops in 
tracheally intubated patients on mechanical ventilation for at least 48 hours. It is thought to be 
caused by accumulated oral bacteria which flowed into the trachea. The frequency of VAP has 
been reported approximately 5-7% in Japan. On the other hand, intensive care unit (ICU) of Cho 
Ray hospital in Vietnam has a very high percentage of 36.8％. It has been reported that oral care 
significantly decreased the occurrence VAP, indicating the education of oral care for medical staff 
in Cho Ray hospital becomes an important factor for decrease morbidity. 
Research schedule 
We conducted an intervention study of oral care education for the ICU nurses, Cho Ray hospital in 
Vietnam using an evidence-based oral care protocol. We are going to evaluate the proficiency level 
of oral care in this August. Research schedule is described below. 
①Preparation of oral care protocol 
We prepared the oral care protocol based on the previous literatures and refined it by Delphi 
method with dental specialists.  
②Pre-evaluation of oral care system in Cho Ray hospital (May, 2018) 
We visited and inspected the present oral care methods in Cho Ray hospital. 
③Re-evaluation of oral care protocol 
Considering local environmental factors, we extracted problems and re-evaluated the protocol. 
④Oral care education (June, 2018) 
We visited Cho Ray hospital and instructed nurses an oral care method based on the protocol. ICU 
nurses were composed of 4 groups, a total of about 40 people. Oral care education provided lectures 
and practical guidance to all groups over a total of 4 days for one group per day. 
⑤Evaluation of the proficiency level (August, 2018) 
We will visit the hospital and evaluate its proficiency as being done according to the protocol. 
Clinical significance 
This study is expected that the rate of occurrence of VAP in Cho Ray hospital will be significantly 
lowered, as well as a reduction in mortality rate and a reduction in medical expenses. In addition, 
it will allow international development of oral care protocols not only in other hospitals in Vietnam 
but also in other countries, and can contribute to correcting health problems and health 
disparities. 
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